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1. はじめに 

 多摩川上流水再生センターでは、りん、窒素対策のため、施設更新にあわせ 1 系の水処理施設を標準

活性汚泥法からステップ A2O 法処理施設に改良し、平成 20 年 4 月から 1-1 系が、平成 21 年 4 月から 1-2

系が、それぞれ稼働している。 

本報告は、1-1 系、1-2 系の反応槽流入水量や返送汚泥率を変化させ、ステップ A2O 法における処理水

質やりん除去に及ぼす影響について調査したものである。 
 
2.  施設概要 

 多摩川上流水再生センターは多摩川中流部の昭島市に位置し、周辺の６市２町を処理区とする分流式

のセンターである。水処理施設は７系列を有し、そのうち２系列がステップ A2O 法施設として稼働して

いる。詳細は表１に示す。また、多摩川上流水再生センターに導入されたステップ A2O 法施設の概略図

を図１に、1-1 系及び 1-2 系反応槽の施設概要を表２に示す。 

 

表１ 多摩川上流水再生センター施設概要 

所在地 東京都昭島市宮沢町（多摩川中流） 

関係市町村 立川市、青梅市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町（６市２町）

運転開始 昭和 53 年 5月 

処理能力 248,200 m3/日 

水処理施設 7 系列（うちステップ A2O 法：2系列、A2O 法：1系列） 

 
 

 

図１ ステップ A2O 施設概略図（1-1 系、1-2 系） 
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表２ 1-1 系及び 1-2 系反応槽の施設概要（設計値） 

 1-1 系 1-2 系  1-1 系 1-2 系 

反応槽流入量 (m3/h) 850 1,100 反応槽有効容量 (m3) 12,821 13,394 

返送汚泥率 (%) 50 50 嫌気槽 (m3) 768 855 

硝化液循環率 (%) 25 25 第一無酸素槽 (m3) 1,152 675 

後段ステップ流入比 0.5 0.5 第一好気槽 (m3) 3,073 3,443 

第二無酸素槽 (m3) 3,457 3,825  

反応槽有効容量の合計は浅槽を含む 第二好気槽 (m3) 4,371 4,596 

 
 
3. 調査内容 

 ステップ A2O 法処理施設の最適運転条件について知見を得るため、次項のように返送汚泥率や反応槽

流入水量等の運転条件を変えて調査した。 

調査にあたっては、処理性に及ぼす各処理条件の影響を明らかにするため、調査対象とする条件以外

は、一定条件で運転した。また、調査は、当該条件に設定後、処理水質が安定した時点で行った。 

なお、各槽の試料採水は、1 系一沈出口をスタートとし、各槽の容量、流入水量、返送汚泥率や硝化

液循環率から算出した各槽末端までの理論到達時間を基に実施した。 

 
3.1 返送汚泥率の変更 

 返送汚泥率が処理水質に及ぼす影響を検討するため、返送汚泥率を設計値の 50%から 20%に下げ運転

した。調査は平成 21 年 5 月 19 日から 20 日に行った。 

 

3.2  反応槽流入水量の変更 

平成 21 年 6月 3 日から 17 日まで、1-1 系、1-2 系ともに反応槽への流入水量を通常時の 60%に低下さ

せ運転した。そこで、本条件下で調査を行い、通常運転時と比較検討を行うことで、流入水量が処理性

に及ぼす影響を検討した。調査条件を表３に示す。 

 
表３ 低水量時の調査条件 

 低水量運転 通常運転 

系列 1-1 系 1-2 系 1-1 系 1-2 系 

反応槽流入水量 510 m3/h 660 m3/h 850 m3/h 1,100 m3/h 

反応槽入口からの HRT      

嫌気槽 1.5h 1.3h 0.9h 0.8h 

第一無酸素槽 3.3h 2.1h 2.0h 1.3h 

第一好気槽 8.1h 6.3h 4.9h 3.8h 

第二無酸素槽 12.0h 9.6h 7.2h 5.8h 

第二好気槽 17.3h 14.3h 10.4h 8.6h 
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3.3 台風による水量増加時（以下、高降雨時） 

 平成 21 年 8 月 31 日の台風 11 号の接近に伴い、8 月 31 日をピークに受水量が増加した。そこで、高

降雨が処理水質に及ぼす影響を検討した。調査は 8 月 31 日から 9 月 1 日に実施した。 

 
3.4 低水温時 

 平成 22 年 2 月 1 日夜からの降雪に伴い、気温、水温ともに低下した。そこで、低水温が処理水質に

及ぼす影響を検討した。調査は 2月 2 日から 2 月 3 日に実施した。 

 
4.  結果と考察 

4.1 返送汚泥率が処理水質に及ぼす影響 

 運転条件が処理水質に及ぼす影響を明らかにするため、返送汚泥率がりん、窒素の除去性に及ぼす影

響を検討した。結果を図２、図３に示す。 

りん除去では、返送汚泥率が低い 20%の時、1-1 系、1-2 系ともに、嫌気槽でのりんの吐出しが多く、

りん濃度が大きく上昇するなど処理性に違いが見られた（図２）。このとき、一沈出口に対する第二沈

殿池の T-P 除去率で比較すると、表４に示すように、返送汚泥率を 50%から 20%に下げると、1-1 系では

63%から 85%、1-2 系では 55%から 70%へ上昇した。このことから、返送汚泥率を下げることでりんの除

去性は向上する可能性が示唆された。 

 

 
図２ 返送汚泥率がりん除去に及ぼす影響（T-P） 

 
表４ 一沈出口に対する第二沈殿池の T-P 除去率 (%) 

 1-1 系 1-2 系 

返送汚泥率 50% 63 55 

返送汚泥率 20% 85 70 

 
窒素除去においては、1-1 系、1-2 系ともにステップの前段と後段で違いが見られ、返送汚泥率が 20%

の時、ステップ前段よりも後段で、窒素の除去性が上がった（図３）。この結果、第二沈殿池では、返

送汚泥率が 50%から 20%に下がると、1-1 系では 71%から 83%、1-2 系では 81%から 90%となり、窒素除去

性は向上した。 
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図３ 返送汚泥率が窒素除去に及ぼす影響（左図：T-N、右図：T-N 除去率） 

 
りん、窒素の除去性をともに考慮すると、返送汚泥率が低い時、りん除去性が向上したのは、返送さ

れる NO3-N 負荷量が低下したことにより、反応槽前段でりんの吐出しが促進され、りんの取込み量が増

加したためと考えられる。 

 
4.2 反応槽流入水量が処理水質に及ぼす影響 

 次に、反応槽への流入水量が処理水質に及ぼす影響を検討した。結果を図４、図５に示す。 

 

 
図４ 反応槽流入水量がりん除去に及ぼす影響（T-P） 

 
表５ 一沈出口に対する第二沈殿池の T-P 除去率 (%) 

 1-1 系 1-2 系 

通常水量 63 55 

低水量 25 4 

 
流入水量を低下させた場合、りん除去については違いが見られた。図４の「1-1 低水量」では、嫌気

槽でのりん吐出しが顕著に弱くなり、第一好気槽でのりん取込み量も低下した。一方、「1-2 低水量」で

は、嫌気槽において、通常水量時と同様なりん吐出しを示し、第一好気槽でのりん取込みも通常水量時
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と同様であった。これは、1-2 系に比べ反応槽流入水量が少ない 1-1 系では、流入水量が低いことで滞

留時間が増加したため、りんの吐出しと取込みが同時に進行してしまう時間ができ、りん除去が不十分

になったためと考えられる。一方、1-2 系では、低水量によるりん吐出し低下は見られなかったが、第

二沈殿池での T-P 濃度は、通常時の 1.5mg/L に対し、2.3mg/L と上昇していた。さらに、T-P 除去率で

見ても、通常時の 55%に比べ 4%と大きく低下していることから、1-1 系とともに低水量時はりん除去性

が低下することが明らかとなった。このとき窒素除去では、低水量により反応時間が長くなった影響で、

通常時に比べ第二沈殿池での T-N 濃度は低下したが、T-N 除去率で比較すると差は見られなかった（図

５）。 

 以上の結果、反応槽流入水量が処理性に及ぼす影響は系列によって異なり、反応槽流入水量が若干少

ない 1-1 系では、水量低下の影響が大きく、1-2 系では、影響が少ないことが明らかとなった。 

 

 

図５ 反応槽流入水量が窒素除去に及ぼす影響（左図：T-N、右図：T-N 除去率） 

 

4.3 高降雨が処理水質に及ぼす影響 

 当センターは、分流処理区域にあるが、台風等の高降雨時は不明水により受水量が増加する。そこで、

高降雨時の処理性について、りん、窒素の除去性を調査した。結果を図６、図７に示す。 

 本調査時は、台風 11 号の影響で気温が 18.0℃となり、一沈流出水の水温も 24.9℃に低下していたた

め、返送汚泥率や水温が近い 5 月調査時の値（気温：22.6℃、水温：22.5℃）を通常時とした。 

図６に示すように、高降雨時のりん除去性は 1-1 系、1-2 系ともに低下した。1-1 系の場合、台風に

よる高降雨時は第二無酸素槽でのりん吐出しはないものの、第二沈殿池に至る間に、りん濃度の緩やか

な上昇が見られ、第二沈殿池での T-P 濃度は通常時の 0.8mg/L に対し、1.7mg/L と大幅に増加した。1-2

系でも、1-1 系と同様に、第二沈殿池での T-P 濃度は通常時の 1.6mg/L に対し 1.9mg/L と上昇した。 

また、表６に示すように、一沈出口に対する第二沈殿池の T-P 除去率で比較すると、1-1 系では通常

時の 85%に対して 36%、1-2 系では通常時の 70%に対して 23%となり、高降雨時はりん除去性が大きく低

下した。 
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図６ 高降雨がりん除去に及ぼす影響（T-P） 

 
表６ 一沈出口に対する第二沈殿池の T-P 除去率 (%) 

 1-1 系 1-2 系 

通常時 85 70 

台風時 36 23 

 

一方、窒素に関しては、1-1 系、1-2 系ともに台風による高降雨時は、ステップの前段、後段に関わ

らず、窒素の除去性は低下しており、特に後段で除去性の低下が見られた（図７）。 

多摩川上流水再生センターにおける通常時の受水量は約 160,000m3/日であるが、本調査時の受水量は

約 250,000m3/日であり、通常時の 1.6 倍であった。高降雨時はりん、窒素の除去性が低下することは確

認できたが、受水量と処理性の詳細な相関については、今後、降雨時に調査を継続し、検討していく予

定である。 

 

 

図７ 高降雨が窒素除去に及ぼす影響（左図：T-N、右図：T-N 除去率） 
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4.4 低水温が処理水質に及ぼす影響 

 一般的に処理性が低下する低水温期の処理性を把握することは重要である。そこで、2 月の低水温期

にりん、窒素の除去性を調査した。結果を図８、図９に示す。 

 本調査時は、降雪があり気温が 3.1℃となり、一沈流出水の水温も 18.8℃に低下していた。 

水温の違いが処理性に与える影響を明らかにするため、硝化液循環率が同一である 8 月高水温期の値

（気温：28.3℃、水温：25.3℃）を比較対照とした。 

 

 
図８ 低水温がりん除去に及ぼす影響（T-P） 

 
表７ 一沈出口に対する第二沈殿池の T-P 除去率 (%) 

 1-1 系 1-2 系 

高水温期 63 55 

低水温期 62 38 

 

 

図８に示すように、低水温期のりん除去性は低下した。1-1 系、1-2 系ともに、低水温期は第二無酸

素槽でのりん吐出しが多くなり、1-2 系では、第二沈殿池に至る間に T-P 濃度があまり低下せず、第二

沈殿池での T-P 濃度は高水温期の 1.5mg/L に対し、低水温期は 2.0mg/L と大幅に増加した。1-1 系の場

合、第二沈殿池での T-P 濃度は、高水温期の 1.3mg/L に対し低水温期 1.2mg/L と同等であったが、2 月

24 日に実施した第二回目の低水温期調査では、高水温期の 1.3mg/L に対し低水温期 1.6mg/L と T-P 濃度

が上昇しており、低水温期はりん除去性が低下することが示唆された。 

一方、窒素に関しては、1-1 系、1-2 系ともに低水温期は、ステップの前段、後段に関わらず、窒素

の除去性は低下した（図９）。高水温期に比べ、一沈出口の T-N 濃度が低いにも関わらず、二沈での T-N

濃度は高く、窒素除去性は大きく低下した。 
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図７ 高降雨が窒素除去に及ぼす影響（左図：T-N、右図：T-N 除去率） 

 

多摩西部に位置する多摩川上流水再生センターでは、22 年 2 月の平均気温は 6.3℃、一沈流出水の平

均水温は 18.8℃と冬場は温度が大きく低下するため、区部センターに比べ、水温の影響は大きいと考え

られる。本調査において、標準活性汚泥法施設同様に、ステップ A2O 法処理施設においても低水温期は

りん、窒素の除去性が低下することが示されたことから、低水温期の運用では、返送汚泥率や反応槽流

入水量等の処理条件を適正にするべく、今後、低水温期の運転データを蓄積し、さらに検討していく予

定である。 
 
5．まとめ 

 ステップ A2O 法処理施設における処理性について、調査の結果以下の知見を得た。 

・ 返送汚泥率はりんの除去性に影響を及ぼし、返送汚泥率を低下することで、嫌気槽及び第一無酸素

槽でのりん吐出しが促進され、りん除去性が向上する可能性が示唆された。 

・ 反応槽流入水量はりん除去性に影響を及ぼし、反応槽流入水量が減少すると、りん除去性は低下す

る可能性が示唆された。 

・ 台風等による高降雨時は、りん、窒素の除去性に影響を及ぼすことが確認されたが、受水量と処理

性との相関の把握は今後の課題である。 

・ 低水温は、りん、窒素の除去性に影響を及ぼし、標準活性汚泥法施設同様に、ステップ A2O 法処理

施設においてもりん、窒素の除去性が低下した。 

 

当センターのステップ A2O 法処理施設は、平成 20 年 4 月から 1-1 系が、平成 21 年 4 月から 1-2 系が

稼働したところであり、収集したデータは未だ少ない。今後は、さらにデータを収集することで、年間

を通した最適運転条件の検討を行っていく予定である。 
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